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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第2四半期 11,352 37.6 1,811 ― 1,459 ― 927 ―

22年3月期第2四半期 8,251 △27.8 53 △96.8 △40 ― △357 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

23年3月期第2四半期 4,475.51 4,451.47
22年3月期第2四半期 △1,429.22 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期第2四半期 22,837 16,680 72.8 80,231.24
22年3月期 23,157 16,154 69.5 77,641.88

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  16,627百万円 22年3月期  16,091百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年3月期 ― 0.00 ― 500.00 500.00
23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 1,000.00 1,000.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 22,100 18.2 3,300 119.6 3,000 105.6 1,750 258.2 8,443.90



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提
に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意
事項等については、四半期決算短信（添付資料）3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 207,250株 22年3月期  207,250株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  ―株 22年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 207,250株 22年3月期2Q 250,228株
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当社グループが関係するLCD業界では、昨年春以降の新興国を中心とした液晶製品に対する需要回復によ

り、大型LCDパネルの需要が拡大しました。今年の春以降、大型LCDパネルの価格は下落傾向にあります

が、下げ幅は限定的であり、需要については好調を持続しています。中小型LCDパネルの需要もIT機器向け

を中心に好調であり、また車載向けは、自動車生産は減速気味ですが、一台当たりのLCD搭載個数の増加に

より、堅調に推移しています。フロントプロジェクターは教育用途中心の需要増が一段落しつつある状況

です。 

 

当第２四半期連結累計期間の当社グループの事業の状況は、光学部材事業におきましては、車載用LCDパ

ネル向けの高耐久染料系偏光フィルム及び温度追従型楕円偏光フィルムの販売を中心に好調に推移しまし

た。精密加工事業におきましては、フロントプロジェクターの生産が回復し、有機系液晶プロジェクタ部

材の販売で単価下落が続いているものの、数量は回復しました。一方、無機偏光板ProFluxの販売は好調に

推移しました。また、X線分析装置部材の販売も、需要が回復し堅調でした。 

製造原価及び費用面では、採算性の高い製品が増加したこと、前年度から取り組んでいる内製化が進展

したこと及び昨年から本格稼動した新規延伸設備の減価償却負担が減少したことなどにより、収益性の改

善と経費の削減が進んでおります。 

 

この結果、第２四半期連結累計期間における売上高は113億52百万円（前年同四半期比37.6％増）、営業

利益は18億11百万円（前年同四半期は営業利益53百万円)、経常利益は14億59百万円（前年同四半期は経常

損失40百万円)、四半期純利益は９億27百万円（前年同四半期は四半期純損失３億57百万円)となりまし

た。 

 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ３億20百万円減少し、228億37百万円

となりました。主な要因は、受取手形及び売掛金の増加１億46百万円、商品及び製品の増加１億33百万

円、仕掛品の減少１億82百万円、建物及び構築物の増加１億22百万円、機械装置及び運搬具の減少１億93

百万円であります。 

当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ８億47百万円減少し、61億56百万円と

なりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少10億30百万円、未払法人税等の増加１億44百万円で

あります。 

当第２四半期連結会計期間末の少数株主持分を含めた純資産は、前連結会計年度末に比べ５億26百万円

増加し、166億80百万円となりました。主な要因は、四半期純利益９億27百万円、為替換算調整勘定の減少

２億87百万円、株主配当金の支払による減少１億３百万円であります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、55億１百万円

（前年同四半期は42億23百万円）となりました。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フロ

ーの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、12億57百万円（前年同四半期は資

金の増加13億43百万円）となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益14億64百万円、減価償

却費５億66百万円、為替差損１億78百万円、仕入債務の減少９億38百万円、売上債権の増加２億90百万

円、法人税等の支払額１億83百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、７億62百万円（前年同四半期は資

金の減少１億38百万円）となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出７億62百万円であ

ります。 
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、１億60百万円（前年同四半期は資

金の減少22億６百万円）となりました。主な要因は、配当金の支払額96百万円であります。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

円高の進行等により、第３四半期以降の業績の見込みは不透明な状況にあります。これに対し当社は、

原材料の有利購買、工程改善等によるコストダウンを推進してまいります。このため、現時点において

は、平成22年７月30日公表の通期業績予想を据え置き、変更いたしません。 

今後、業績予想の修正が必要となった場合には速やかに開示いたします。 

 

２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

該当事項はありません。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日）を適用しております。 

これにより、営業利益、経常利益がそれぞれ247千円減少し、税金等調整前四半期純利益が4,591千円減

少しております。 

 

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 
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3. 四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,980,197 4,899,706

受取手形及び売掛金 4,996,309 4,849,729

有価証券 521,177 416,184

商品及び製品 1,571,510 1,438,191

仕掛品 1,310,892 1,493,820

原材料及び貯蔵品 1,685,924 1,643,773

その他 780,773 1,168,899

貸倒引当金 △16,265 △86,220

流動資産合計 15,830,519 15,824,083

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,378,345 2,255,385

機械装置及び運搬具（純額） 2,010,018 2,203,379

その他（純額） 1,018,393 1,120,806

有形固定資産合計 5,406,758 5,579,571

無形固定資産   

のれん 607,263 648,945

その他 644,392 699,687

無形固定資産合計 1,251,655 1,348,632

投資その他の資産   

その他 411,932 451,364

貸倒引当金 △63,645 △45,750

投資その他の資産合計 348,287 405,613

固定資産合計 7,006,700 7,333,818

資産合計 22,837,219 23,157,901

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,879,821 3,910,465

1年内返済予定の長期借入金 210,000 49,000

未払法人税等 274,411 129,852

賞与引当金 305,921 229,045

役員賞与引当金 9,900 19,800

その他 750,559 763,295

流動負債合計 4,430,613 5,101,458
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

固定負債   

長期借入金 1,290,000 1,451,000

退職給付引当金 7,030 6,465

負ののれん 877 1,044

資産除去債務 10,449 －

その他 417,419 443,845

固定負債合計 1,725,776 1,902,355

負債合計 6,156,389 7,003,813

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,095,125 3,095,125

資本剰余金 2,761,941 2,761,941

利益剰余金 11,800,634 10,976,708

株主資本合計 17,657,700 16,833,774

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △1,029,776 △742,495

評価・換算差額等合計 △1,029,776 △742,495

少数株主持分 52,905 62,808

純資産合計 16,680,830 16,154,088

負債純資産合計 22,837,219 23,157,901
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 8,251,663 11,352,173

売上原価 6,280,203 7,415,285

売上総利益 1,971,459 3,936,887

販売費及び一般管理費 1,917,522 2,125,140

営業利益 53,936 1,811,746

営業外収益   

受取利息 7,153 2,103

たな卸資産売却益 － 7,636

負ののれん償却額 259 164

原子力立地給付金 － 6,600

助成金収入 30,407 －

その他 15,258 4,840

営業外収益合計 53,079 21,345

営業外費用   

支払利息 3,621 7,899

為替差損 134,403 364,690

その他 9,287 974

営業外費用合計 147,312 373,564

経常利益又は経常損失（△） △40,296 1,459,526

特別利益   

固定資産売却益 － 5

関係会社株式売却益 － 2,654

貸倒引当金戻入額 11,747 6,616

持分変動利益 － 12,320

特別利益合計 11,747 21,596

特別損失   

固定資産除却損 3,135 12,074

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,344

持分変動損失 2,982 －

特別損失合計 6,117 16,418

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△34,666 1,464,705

法人税、住民税及び事業税 115,352 332,432

法人税等調整額 195,468 201,978

法人税等合計 310,821 534,410

少数株主損益調整前四半期純利益 － 930,294

少数株主利益 12,145 2,743

四半期純利益又は四半期純損失（△） △357,633 927,550
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△34,666 1,464,705

減価償却費 723,045 566,891

のれん及び負ののれん償却額 73,670 87,557

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,441 76,876

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 9,000 △9,900

退職給付引当金の増減額（△は減少） △625 565

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,625 △7,671

受取利息及び受取配当金 △7,153 △2,103

支払利息 3,621 7,899

為替差損益（△は益） 101,066 178,590

有形固定資産除却損 3,135 11,993

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,344

持分変動損益（△は益） 2,982 △12,320

売上債権の増減額（△は増加） △499,428 △290,897

たな卸資産の増減額（△は増加） △83,979 △44,978

仕入債務の増減額（△は減少） 635,274 △938,889

前払年金費用の増減額（△は増加） 24,057 22,035

その他 205,315 324,465

小計 1,149,129 1,439,163

利息及び配当金の受取額 7,153 2,103

利息の支払額 △2,078 △7,892

法人税等の支払額 △41,601 △183,674

法人税等の還付額 230,430 7,642

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,343,033 1,257,341

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △138,776 △762,050

有形固定資産の売却による収入 332 110

無形固定資産の取得による支出 － △450

その他 57 △312

投資活動によるキャッシュ・フロー △138,386 △762,703

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 1,500,000 －

自己株式の取得による支出 △3,443,570 －

配当金の支払額 △129,113 △96,924

少数株主への配当金の支払額 △96,252 △67,959

その他 △37,127 4,602

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,206,063 △160,280

現金及び現金同等物に係る換算差額 108,690 △148,873

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △892,726 185,484

現金及び現金同等物の期首残高 5,115,854 5,315,890

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,223,128 5,501,374
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報等 

【事業の種類別セグメント情報】 

 

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

 

 
光学部材事業 

(千円) 
精密加工事業

(千円) 
計 

(千円) 
消去又は全社 

(千円) 
連結 
(千円) 

売上高  

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

4,729,798 3,521,864 8,251,663 － 8,251,663

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

858,927 － 858,927 (858,927) －

計 5,588,725 3,521,864 9,110,590 (858,927) 8,251,663

営業利益又は営業損失
(△) 

△283,814 337,751 53,936 － 53,936

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 
２  各事業の主な製品 

 (1) 光学部材事業…………偏光フィルム、無機偏光板、位相差フィルム 

 (2) 精密加工事業…………プロジェクタ部材、X線分析装置部材 

３ 営業費用の配賦方法の変更 

従来、販売費及び一般管理費は、売上高、売上高に占める原材料費、事業セグメント別の従業員数、期
中平均在庫金額などを基準として事業セグメント別に配賦しておりましたが、平成21年４月１日に当社が
製品別から機能別へ組織変更を行ったことにより、従来適用してきた配賦基準が適用困難となりました。
更には設備投資に伴い、固定資産に係る管理部門の係りが増加したことを勘案し、配賦基準に固定資産も
追加しました。また、従来売上高に占める原材料費を配賦基準としておりましたが、原材料費は売上原価
として既に事業セグメント別に負担されていることを考慮し、収益である限界利益を配賦基準に変更しま
した。 
この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の「光学部材事業」の営業損

失が142,659千円増加し、「精密加工事業」の営業利益が142,659千円増加しております。 
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【所在地別セグメント情報】 

 

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

 

 
日本 
(千円) 

アジア 
(千円) 

北米 
(千円) 

その他 
の地域 
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高    

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

5,246,602 2,386,224 618,836 － 8,251,663 － 8,251,663

(2) セグメント間の 
内部売上高又は 
振替高 

2,181,419 37,745 662,856 376,302 3,258,324 (3,258,324) －

計 7,428,022 2,423,970 1,281,693 376,302 11,509,988 (3,258,324) 8,251,663

営業利益又は営業損失
(△) 

380,433 108,054 △233,437 △112,770 142,280 (88,343) 53,936

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 (1) アジア……………香港、中国 

 (2) 北米………………アメリカ 

 (3) その他の地域……オランダ 

３ 営業費用の配賦方法の変更 

「事業の種類別セグメント情報 (注)３営業費用の配賦方法の変更」に記載のとおり、営業費用の配賦
方法を変更しております。これによる損益に与える影響はありません。 

 

【海外売上高】 

 

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

 

 アジア地域 北米地域 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 4,067,847 436,353 535,733 5,039,935

Ⅱ 連結売上高(千円) － － － 8,251,663

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

49.3 5.3 6.5 61.1

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 (1) アジア地域………台湾、中国、韓国、香港等 

 (2) 北米地域…………アメリカ、カナダ等 

 (3) その他の地域……イギリス、ドイツ、ベルギー等 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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【セグメント情報】 

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17

号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

 

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので

あります。 

 

当社グループは、主に製造工程を基礎とした製品別のセグメントから構成されており、一次加工の

みを行ない「素材」として製品化したものを対象とする「光学部材事業」と、その「素材」に対し、

二次的な加工を行ない製品化したものを対象とする「精密加工事業」であります。これらは、それぞ

れにおいて国内及び海外を包括した戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 

「光学部材事業」は、偏光・位相差フィルム等を製造販売しております。「精密加工事業」は、プ

ロジェクタ部材、X線分析装置部材等を製造販売しております。 

 

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

（単位：千円） 

報告セグメント 
 

光学部材事業 精密加工事業 計 
調整額 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 

売上高 

  外部顧客への売上高 6,634,200 4,717,972 11,352,173 － 11,352,173

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

1,037,950 － 1,037,950 △1,037,950 －

計 7,672,150 4,717,972 12,390,123 △1,037,950 11,352,173

セグメント利益 924,827 886,919 1,811,746 － 1,811,746

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 
 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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